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少年文化劇場終了 

会場全体が楽器になりました

小学生と中学生を対象とした少年文化

劇場が９月３日に佐呂間小学校体育館

で開催されました。 

 今年は、紙コップと糸で作られた「ス

トリングラフィ」という楽器のコンサー

トが行われ、小学生対象と中学生対象の

２公演で約５００名近くの子ども達が、

初めて見る楽器の音色を楽しみました。 

 ストリングラフィは糸電話の原理を

応用して考案された楽器で、会場の体育

館には、１００本以上の絹糸がフロア全

体に張り巡らされ、会場が大きな楽器に

なりました。 

 演奏が始ま

ると、紙コッ

プと糸だけと

は思えないほ

ど、美しく澄

んだ音色が会

場内に響きわたり、子ども達から驚きの

声があがっていました。 

 コンサートでは、クラシックや童謡、

町民講座「夢工房」開催 

遺言書は元気なうちに 

作りましょう！ 

今年度最初の町民講座は、あまり身近な

こととして捉えることの無かった「遺

言」について、考える機会にしていただ

こうと企画しました。 

 遺言書を作ること

は、愛情表現の一つで

す。遺言書は、自分の想

いを伝える大切なメッ

セージです。 

「遺言の必要性」「遺言の仕方」知って

おいて損はありません。是非この機会に

触れてみませんか。 

 
日 時：１１月１０日(水)  午後７時～９時 
場 所：町民センター 
講 師：北見公証役場 

公証人 冨手力夫さん 
対 象：成人一般（高校生も可）  
定 員：２０名 
申 込：１１月２日までに社会教育課（２ 

－１２９５）まで申し込み下さい 

ポップス、アニメなど耳慣れた曲が多

く、子ども達は、口ずさんだり、手拍子

しながら参加し

たり、実際に何人

かの子ども達が

演奏に加わった

りしながら、最後

まで楽しんでい

た様子でした。 
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｢ミュージックフェスティバル｣ 
参加団体募集中！ 

今年で２１回目を迎える「ミュージッ

ク フェスティバル」が１１月２１日

(日)に町民センターで開催されます。 

 実行委員会では、出演を希望する団

体を募集しています。  

 この機会に町民の皆さ

んへ日頃の練習成果を披

露してみませんか？ 

日 時：１１月２１日(日) 

      ９時３０分～１１時３０分      

場 所：町民センター 

対 象：町内の各学校及び吹奏楽団体、 

    音楽サークル(吹奏楽、器楽演 

    奏、合唱など) 

申込み：１０月２０日 (水) までに実行委

員会事務局 (社会教育課内）にあ

る参加申込用紙にて、お申し込

みください。 

佐呂間町子育て講座 

勇気が湧いてくる講演会！ 

美味しそうなパンが 

焼きあがりました！ 

サイクリングで２７ｋｍを 

完走しました！ 

小学校４～６年生対象のわんぱく広場

が９月１２日に開催され、６名の参加者

がサイクリングを行いました。 

 当日は、気温が上がり残暑となりまし

たが、参加者は途中で休憩をとり、励ま

し合いながら、

２７ｋｍの道の

りを全員で完走

することができ

ました。 

小学校１～３年生と保護者対象のチャ

レンジ広場が９月２３日に開催され、 

２２組の参加者が地場産品開発研究セ

ンターでパンづくりを行いました。 

参加者は、講師の平戸友紀さん（川西）

の指導のもと親子で協力しながら、あん

ぱんやクリー

ムパン、チョコ

コロネ、ウイン

ナーパン、ドー

ナツなど、全部

で８種類のパ

ンを作りました。 

 焼きあがったパンは、どれも美味しそ

うで、参加者は一つ一つパンを袋に入

れ、満足した様子で持ち帰りました。 

心や体のハンディキャップを乗り越え

て、夢を追い続ける５人のアスリート

を 追 っ た「い つ の 日

か 挑戦するアスリー

トたちの物語」の著者で

ある平澤芳明さん（道新

スポーツ編集委員）を迎

えての講演会を行いま

す。 

 取材を通して、また講師自身の人生

を通して語られる、本当に大切なもの

とはăăă。勇気と力が湧いてくる講演会

です。ぜひ、お誘いあわせの上ご来場

下さい。 
 

日 時：１０月２６日（火）１９：００～ 

会 場：町民センター 

講 師：平澤芳明氏（道新スポーツ編集委員） 

入 場：無料 

託 児：託児希望者は２２日（金）までに

下記までお申し込み下さい 

問合せ：社会教育課（２－１２９５）  

主 催：佐呂間町家庭教育推進会議 

    佐呂間町教育委員会 
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お申込み・お問合せは 佐呂間町 
武道館・温水プール「Ｓｔａｒ」 
２－２２６１まで 

「フィットネスプログラム 

体験会」開催のお知らせ！ 

温水プール営業終了のお知らせ！ 

温水プールの今年度営業は１０月３１

日（日）を持ちまして終了さ

せて頂きます。 

 トレーニングルーム、ラン

ニングコース、武道館は引き

続き冬期間もご利用いただ

けます。 
 なお、１０月３１日（日）は個人使用

に限り全館無料開放といたします。皆様

のお越しをお待ちしております。 

スターマスターズ水泳記録会 

開催のお知らせ！ 

１０月１７日（日）９時３０分から 

スターマスターズ水泳記録会が開催さ

れます。観覧もできます

ので、選手の応援をよろ

しくお願いいたします。 

 なお、記録会当日は全

館一般利用が中止となり

ます。予めご了承下さい。 

 また、前日の１０月１６日（土）は大

会準備のため１６：００で全館閉館させ

て頂きます。 １０月１１日（月）開催のスターまつり

に合わせて、「フィットネスプログラム

体験会」を開催いたします。この機会に

ぜひご参加ください。 
 
◇ストレッチポール体験会（姿勢改善エク

ササイズ） 

時 間：１３：００～１３：３０ 

定 員：１０名（先着順） 

場 所：武道館 

持ち物：なし 

 

◇「やせる」トレーニング体験会（脂肪燃焼

トレーニング） 

時 間：１３：４５～１４：４５ 

定 員：５名（先着順） 

場 所：トレーニングルーム 

持ち物：上靴 
 
※どちらのプログラムも動きやすい服装

でお越し下さい。 

※対象は一般男女です。疾患をお持ちの

方、妊娠中の方はご遠慮願います 

※受付は会場で当日の１０：００から 

行います。定員になり次

第締め切りとさせて頂き

ます。 

 ※料金はかかりません。 
 
指導担当：前 典宏（健康運動指導士 NSCA 

パーソナルトレーナー） 

｢第１４回スターまつり｣ 

を開催します！ 

今年も皆さんに大好評の「スターまつ

り」を開催します。プールや

武道館などで楽しい催し物を

予定しています。みなさんお

誘い合わせの上、ご来場くだ

さい。 
 

日 時：１０月１１日(月) 午前９時～ 

場 所：武道館･温水プール「Ｓｔａｒ」 

内 容：スポーツ表彰、空手型披露、剣道

体験、おまつり広場、水中ゲー

ム、本の読み聞かせ、フィットネ

スプログラム体験会など楽しい催

し物を予定しています。 

企画・運営：佐呂間町体育指導委員 
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図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎１０月の休館日 
 
   ４日(月) １１日(月) １２日(火) 

  １８日(月) ２５日(月) ３１日(日)   
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

※団体・個人などで、あおぞら号の停車を希望さ

れる方は、図書館までご連絡下さい。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 
  

10月 5日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    19日 若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

     若佐コミセン前 １３：３５～１３：５５ 

 若佐保育所 １４：００～１４：１５ 

 朝日 近藤宅前 １４：２５～１４：４０ 

10月26日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

10月 6日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    20日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

     浜佐呂間活性化センター前 １３：０５～１３：１５ 

 浜佐呂間汐見 類家宅前 １３：２０～１３：３５ 

 浜佐呂間 谷川宅前 １３：４０～１３：５５ 

 知来 伊東宅前 １４：１５～１４：３０ 

 知来 中原宅前 １４：３５～１４：５０ 

 ※佐呂間高校 １５：１５～１５：３０ 

 （※6日は運休）  

10月13日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    27日   

木  

10月 7日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    21日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 夢ふうせん １３：１０～１３：３０ 

 浪速 上伊沢宅前 １３：５０～１４：０５ 

 浪速 阿部宅前 １４：１０～１４：２５ 

10月14日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    28日   

水 
 
  

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

奪還             麻生
あ そ う

 幾
いく

／著 
逸脱            堂場

ど う ば

 瞬一
しゅんいち

／著 

 
◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 

 

絶倫食           小泉
こ い ず み

 武夫
た け お

／著 
日経業界地図２０１１         日本経済新聞社

に ほ ん け い ざ い し ん ぶ ん し ゃ

／編 
        

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

１００ｋｍ！        片川
か た か わ

 優子
ゆ う こ

／著 
ウサギの絵本      たけだ るりこ／編 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

エタシペカムイ      手島
て じ ま

 圭三郎
け い ざ ぶ ろ う

／絵 
トイレの神様                    とりごえ まり／絵 

人形劇公演と紙芝居公演 

のお知らせ！ 

人形劇サークル「ぱんぷきん」の人形劇

公演と、湧別町 サクラ堂の小笠原豊さ

んの紙芝居 あめ細工の

実演を行います。 

 皆さんの参加をお待ち

しています！ 

 

日 時：１０月２３日（土） 午後２時から 

場 所：佐呂間児童館 プレイルーム 

対 象：幼児～一般 

内 容：＜人形劇公演＞ 

人形劇「ぐりとぐらとくるりくら」 

ブラックライトシアター「おばけなん

てないさ」 

ミュージックシアター「忍たま乱太郎」  

ほか 

＜紙芝居＞ 

 紙芝居「黄金バット」 ほか 

 

※紙芝居終了後、あめ細工

の実演 配布（先着５０

名）を行います。 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎１０月の休館日 
   ４日(月) １１日(月) １２日(火) 

  １３日(水) １７日(日) １８日(月)   

  ２５日(月)  

※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 


